
第１１７６回例会 １月２０日（金）幹事の日「半期を振り返って」  百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１１７７回例会 １月２７日（金）               百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１１７８回例会 ２月  ３日（金）理事役員会⑧         ホテルモリノ 

 

 

 

【点 鐘】              志村 幸男 会長 

【例会場】               柿生「とん鈴」 

【ソング】            鈴木 眞一 SAA委員長 

国歌『君が代』 ロータリーソング『奉仕の理想』 

ゲスト・ビジター紹介】           志村 幸男 会長 

◆東海林 也令子 様（金沢百万石ＲＣ）フロントＭＵ 

◆李奕萱さん（米山記念奨学生） 

【第 7回理事・役員会報告】          志村 幸男 会長 

１． 創立２５周年イベントついての報告 （鈴木憲治実行委員） 

2月 24日の 25周年式典と祝宴は、参加者およそ 80名程

度の予定で案内状をお送りしました。行政関係、ロータリ

ー関係、友好クラブ、創立時の関係者などです。 

予算やプログラム等、その他は検討中で、16 日の実行委

員会で決めたいと思います。 

2. 花輪会員お母様ご逝去に関しての報告 

12月 19日ご逝去。クラブとしてお香典と生花を献上。 

3. クリスマス家族会収支報告（鈴木昭弘親睦委員長） 

収支の合計 ￥961,248（親睦予算より 174248円捻出） 

4. ３クラブ合同例会について 

  川崎西北ＲＣより３クラブ（西北、百合丘、麻生）合

同例会の申し出がありました。5 月 23 日（火）会場

はモリノになる予定。〈承認〉 

  大野会員より：3 月 22 日に百合丘ＲＣとの合同コン

ペの申し出があり、まとめ役を引き受ける。 

5. 第三グループ合同例会について  

  日にちや会場などのことで実行は難しい。〈不承認〉 

6. ポリオ寄付について 〈承認〉 

 

 

 

 

 

 

7. ＲＹＬＡへの推薦について 〈検討〉 

8. 百合丘ＲＣの台湾訪問への誘いについて〈検討〉 

<鈴木憲治会員より>次年度はスタートが 7月 7日です。 

次年度会長の研修は 4月 2日、場所は聖光学院です。 

【会長報告】             志村 幸男 会長 

１．１月のロータリーレート  １ドル＝116円 

２．クラブ会長幹事セミナーの案内 2月 16日（木）15：00～  

メモワールプラザ 

３．地区ライラ委員会より 参加者推薦と会員参加のお願い 

４．鈴木文夫ガバナー補佐より メイクアップツアーの案内 

   1/31（火）川崎百合丘ＲＣ 12：30～ ホテルモリノ  

卓話者：福田川崎市長 

   2/23（木）川崎西北ＲＣ 18：30～ 柏屋  

卓話者：金子大氏（ガバナーノミニー） 

５．大船渡西ロータリークラブより 

   東日本大震災後の支援で建立した「鎮魂愛の鐘」に因ん

だＣＤが、数枚送られる。 

６．高良ガバナーより 新年の挨拶文が送られる。 

７． 横浜東ローターアクトクラブより 創立 45周年記念式典の

案内が届く。 

８． 芸術の街研究会より「文化の風 春コンサート」の案内と協

力のお願いが届く。 

９． 百合丘ＲＣより 台湾訪問旅行の誘い  

3月 10日（金）～12日（日）  

宿泊：シーザーパーク・タイペイ   代金 ￥93,000 

１０．派遣学生オリエンテーションの案内 

    2月 4日（土）14：00～ サンピアン川崎  

 

 

 

 

 

第 1175回 例会記録 平成 29 年 1月 13日（金） S.A.A 委員長 鈴木 眞一 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-951-1322 

［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-951-1322 

［例会日］第 5・ 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-951-1322 0R 移動例会 

 



【幹事報告】               臼井 勉 幹事 

★例会変更 

◎横浜あざみＲＣ 

◆「職業を語る会」 1/25（水）すすき野中学校、  

2/8（水）あざみ野中学校 点鐘：１２時 

◎新川崎ＲＣ 

◆1/18（水）職場訪問（味の元 川崎工場）  

例会 12：30点鐘 「煌蘭」 

◆2/1（水）夜間例会に変更 18：30点鐘 

◆2/15（水）川崎幸ＲＣとの合同例会 18：00点鐘  

川崎日航ホテル 

★会報着 

◎川崎北ＲＣ   第 2733回（10/5）～第 2741回（12/7） 

◎川崎中原ＲＣ  第 1341回（10/6）～第 1382回（12/15） 

※１月２７日（金）は移動例会の予定でしたが、通常例会に変

更、会場は百合ヶ丘ＣＣです。 

※雪井会員より病気の経過報告がＦａｘｆで届いています。 

【出席委員会】              大野 勉 委員 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1175回 28 23 5  82.1％ 

1174回 28 24 4 4 100％ 

1173回 28 22 6 3 89.3％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ委員会】           梶 俊夫 委員長 

 ニコニコ(件数) 合 計 

第 1174 回    19件 ￥19,000 

第 1175 回    22件 ￥22,000 

●会員 

◇志村幸男会長 【あけましておめでとうございます】 

◇梶俊夫会員  【同上】 

◇臼井勉幹事  【今年も宜しくお願いいたします】 

◇梅澤馨会員 大野勉会員 ◇川崎航会員 【同上】 

◇木村良三会員 ◇鈴木昭弘会員 ◇長瀬敏之会員 【同上】 

◇山下俊也会員  【同上】 

◇佐藤忠博会員 【新年おめでとうございます】 

◇鈴木豊成会員 【本日娘が初孫（女の子）を産みました】 

◇老沼純会員 ◇親松明会員 ◇佐々木範行会員 

◇鈴木憲治会員 ◇中山隆弘会員 ◇鈴木眞一会員 

◇花輪孝一会員 ◇森茂則会員 ◇森啓伊会員 

      以上、ご協力ありがとうございました。 

【25周年行事実行委員会】      鈴木 憲治 委員 

蓬田委員長がもうしばらく欠席のため、代わりに発表します。 

参加者への案内は全部出しました。2月24日へ向けて80～90

名を考えております。詳細は実行委員会の方で検討します。 

【四つのテスト】       川崎 航 会員 

【点  鐘】       志村 幸男 会長 

【会報委員会】     文責：鈴木 憲治 委員 

 

        

 

川崎麻生ロータリークラブ新年会 
2017.01.13 柿生「とん鈴」にて 

 
 

 
 

 
 

 

奨学金を受ける李さん 

 

 

   

 

 


